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大好評

※第 4 回開催

時の様子

開催場所 ︓ maruichi 静岡店

今年も 前半 の 部
2部構成 後半 の 部

8 /3（水）～ 8 /21（日）
8/24（水）～ 9/11（日）

地域の作家さんによる手作り雑貨の展示・即売会するイベントです。
手作りならではのオリジナルでかわいらしいモノがたくさん並びます。

※第 4

雑貨好きの方、作るの大好きな方、
たくさんの人に見てもらいたい方、ぜひご応募ください︕
5/18（水）より内容のご説明と応募書類配布を行います。
子

時の様

回開催

応募受付期間

【一般受付】定員 : 各部 20 名

100名

定員
合計

各部定

員50 名
ず つ︕

6 月 8 日（水）午前 10:00 ～ 7月18 日（月祝）
前回参加者限定

※詳細は 5/18 配信のメールをご確認ください。

【先行受付】定員 : 各部 30 名

6 月 1 日（水）午前 10:00 ～
※詳しい内容は店頭でスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

★定員になり次第締め切らせていただきます。
お早めにご応募ください。

第 5 回 ハンドクラフト展
先行受付
有り

受付～作品ご返却までの流れ
一般受付

前回ご参加の方のみ

5/18
（水）メールにて参加者募集のご案内
6/1
（水） 先行受付 午前 10:00 ～（開始時間厳守）
参加申し込み受付スタート（各部先着30名）

5/18
（水）店頭・SNS・ホームページにて
参加者募集のご案内
参加に関する詳細をご説明させていただき、
応募用紙をお渡しいたします。
※ご説明がありますので、お時間に余裕を持って
お越しください。

メールでご応募ください。
午前 10:00以降に受信した分から受付いたします。
5/18にお送りした参加申込書に必要事項を入力し、
メールに添付してお送りください。

※メール操作が難しい方は、店頭にて午前 10:00 より
受付いたします。
（お待ちいただく可能性がございます）

6/8
（水） 一般受付 午前 10:00 ～（開始時間厳守）
参加申し込み受付スタート（各部先着20名）
参加申込書に必要事項の記入と
写真を添付の上、店頭にお越しください。

確認後、参加の部・エントリー No. を
メールにてお知らせし、受付完了となります。

（順番にご案内いたしますので、店内にてお待ちいただく
可能性がございます）

※返信は当日～翌日までにいたします。ご了承ください。
※当店より返信がない場合はまだ受付完了していません。
※先行受付に漏れた場合は一般受付でご応募ください。

参加申込書を確認後、参加の部・
エントリー No. の決定をし、
受付完了となります。
納品書・バーコードシール等、
作品納品に必要な書類をお渡しいたします。

受付完了後、
1週間程で当店よりバーコードシールをご郵送
7/18
（月）募集締め切り

※定員になり次第終了

7/20
（水）～ 25
（月）
【前半の部参加者】
作品納品・SNS 用画像送付締め切り
8/8
（月）～ 15
（月）
【後半の部参加者】
作品納品・SNS 用画像送付締め切り

7/18
（月）募集締め切り

※定員になり次第終了

7/20
（水）～ 25
（月）
【前半の部参加者】
作品納品・SNS 用画像送付締め切り
8/8
（月）～ 15
（月）
【後半の部参加者】
作品納品・SNS 用画像送付締め切り

納品方法は、
〈宅配便〉または〈店頭持ち込み〉を
お選びいただけます。
※店頭持ち込みの場合は納品日時予約制となります。

SNS 用画像は、
期日までにメールにて画像をお送りください。
当店 Instagram にて紹介させていただきます。
※期日までに送付いただけない場合は SNSでの紹介は
出来かねます。

ご返却とお支払い

初めてご参加の方

納品方法は、
〈宅配便〉または〈店頭持ち込み〉を
お選びいただけます。

※店頭持ち込みの場合は納品日時予約制となります。

SNS 用画像は、
期日までにメールにて画像をお送りください。
当店 Instagram にて紹介させていただきます。

※期日までに送付いただけない場合は SNSでの紹介は
出来かねます。
※メール操作が難しい方は納品時に作品を撮影可能です。

8/3
（水）～ 8/21
（日） 【前半の部】開催 !!
8/24
（水）～ 9/11
（日） 【後半の部】開催 !!

8/24
（水）～ 28
（日）【前半の部参加者】作品のご返却・発送
9/14
（水）～ 18
（日）【後半の部参加者】作品のご返却・発送
納品時に〈店頭持ち込み〉を選択された方は、期間内に作品の受取にお越しください。

※作品ご返却時に簡単なアンケートにご記入いただきます。お時間に余裕を持ってお越しください。

納品時に〈宅配便〉を選択された方は、返却準備が整い次第、作品と売上報告書を一緒にお送りいたします。

8/29
（月）～ 9/5
（月）【前半の部参加者】売上金をお振込
9/20
（火）～ 26
（月） 【後半の部参加者】売上金をお振込
売上の 70％をお振込みさせていただき、振り込み完了のメールをお送りいたします。

店頭ご案内用（一般受付）

～お部屋に小さな物語を～ maruichi 静岡店

第 5 回 ハンドクラフト展
イベント期間 【前半の部】 8/3(水)~8/21(日) ※8/9・16 は定休日
【後半の部】 8/24(水)~9/11(日) ※8/30、9/6 は定休日

作家様各位
いつも maruichi 静岡店をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
おかげさまで、この夏も【第 5 回ハンドクラフト展】を開催することとなりました。
今年も昨年同様に前半・後半の 2 部に分け、昨年より参加人数を拡大して開催させていただきます。
今年は前回ご参加の作家様向け〈先行受付〉各部 30 名、初めてご参加の作家様向け〈一般受付〉各部 20 名
の計 100 名の作家様を募集いたします。
以下内容をよくご確認いただきご応募いただけますようよろしくお願い申し上げます。
※新型コロナウイルス感染状況などの情勢により、開催が中止となる場合もございますのでご了承ください。

★エントリー
【一般受付】 お申込み開始 6/8(水) 午前 10:00～

※受付開始時間厳守

各部 20 名になり次第締め切らせていただきます。店頭にお越しいただきご応募ください。
(参加は前半の部・後半の部のどちらか 1 回とさせていただきます)
順番にご案内いたしますので店内にてお待ちいただく可能性がございます。お時間に余裕を持ってお越しください。
※1 食料品、化粧品、植物などメンテナンスが必要なもの、展示が困難なもの、キャラクターもの、テイストに合わないものなど
はご遠慮いただきます。ご参加に関してご不明な点などがある方は、スタッフにお気軽にお尋ねください。
※高校生の方は保護者の同意署名が必要です。（中学生以下の方の参加はお断りさせていただきます。ご了承ください。）

〈下記の点にご理解いただける方のみご参加くださいますようお願いいたします〉
✓ 展示はスタッフが行います。また、期間中展示場所の入れ替えを 1 回行います。なるべく平等に展示させてい
ただきますが、作品の大きさやその他の理由により展示場所やスペースに差が出る場合がございます。
✓ 防犯カメラの設置・スタッフの見回り等行いますが、紛失・盗難については当店では保証いたしかねます。

ご参加の場合
店頭でお渡しした参加申込書に必要事項を記入、必ず写真を添付の上、お持ちください。
※写真が無い場合は受付いたしかねます。
その際エントリーNO.が記載された☆委託納品書と値札シール、振込に関する書類をお渡しいたします。
(前項※1 の理由で参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。)

☆委託納品書とは 作品の納品時に委託納品書が必要となります。(商品をお預かりしますという書類です。)
受付終了後、SNS で作品を紹介させていただく為の画像 1 点をメールでお送りいただきますようお願いいたします。
下記指定の件名でお送りください。
※メールでの送付が難しい方は作品納品後にこちらで撮影も可能です。
◎画像送付締め切り日 前半の部参加者：7/25 (月)
後半の部参加者：8/15(月)
【画像送付先メールアドレス】

shizuoka@maruichi-kagu.co.jp
件名 「No.00（←ご自身のエントリーNo.）画像 氏名○○○○」
ホームページやインスタグラムなどの SNS にて、ハンドクラフト展に参加される作家様をご紹介させていただきます。
(店内 POP などにも画像を使用させていただきますので、ご了承ください。)

※期日までに送付いただけない場合は、ご紹介出来かねますのでご了承ください。
※数日に分けてのご紹介となります。なるべく頻度は増やす予定ですが、全ての作家様のご紹介ができない場合もございますの
でご了承ください。

納品について
〈店頭持ち込み〉または〈宅配便〉のどちらかをお選びいただけます。
納品は一括でお願いいたします。作品数の制限は最大 100 点までとなります。
初日から作品すべてを並べきれない場合がございます。あらかじめご了承ください。
什器をご用意いただける方は、エントリーNO.と作家名の書いたシールやタグを什器に付けて一緒にご用意ください。
什器の高さは 25cm まで、棚に収まる大きさでお願いいたします。ご用意いただいた什器を全て使用するとは限りま
せん。また、こちらで用意したものを使う場合もありますのでご了承ください。

【店頭持ち込みの場合】
日時予約制となります。下記納品受付日時をご確認の上、①納品受付日 ②時間帯 をそれぞれお選びいただき
参加申込書に希望日時をご記入ください。
納品時は作品と委託納品書・振込書類も一緒にお持ちください。(フライヤー、POP 等もあれば一緒にお持ちください)
※店頭持ち込みの場合はイベント終了後の作品ご返却は店頭返却となります。

①納品受付日
前半の部：7/20(水) 7/21(木)

7/22(金) 7/23(土)

後半の部：8/8(月) 8/10(水) 8/11(木祝)
②時間帯：10～11 時

11～12 時

8/12(金)

7/24(日)

7/25(月)

8/13(土) 8/14(日) 8/15(月)

13～14 時 14～15 時

15～16 時

【宅配便の場合】
下記納品期日内必着でお送りください。
宅配代金は元払いにてご負担いただきますようお願いいたします。
作品と委託納品書のコピー・振込書類を一緒に梱包し、下記住所までお送りください。
(フライヤー、POP 等もあれば同封ください)
※委託納品書の原本は保管をお願いします。
※宅配便の場合はイベント終了後の作品ご返却は宅配便にてお送りいたします。

◎納品期日
前半の部参加者：7/20(水)～7/25(月)
後半の部参加者：8/8(月)～8/15(月)
【納品先住所】 ※宅配代金は作家様ご負担 (元払い)

〒422-8036

静岡市駿河区敷地 1-21-1

ｍaruichi 静岡店

クラフト展係

TEL 054-237-4101
納品確認後、メールにて納品完了のお知らせをいたします。
■納品時の破損に関して■
納品の際は破損等が無いよう、梱包方法にお気をつけください。（割れ物は特にお気をつけください）
到着時、破損があった場合はご連絡させていただきます。
発送時の送り状が必要な場合がございますので、大切に保管いただきますようお願いいたします。

追加納品について
クラフト展開催中にご来店いただきましてご自身の作品を確認し、
追加納品をご希望の場合は下記日程にて承ります。
追加納品の作品数は最大 30 点までとさせていただきます。
※初回納品時の納品点数に関わらず、追加納品は 30 点までとさせていただきます。

追加納品は店頭持ち込みでお願いいたします。作品と一緒に委託納品書もお持ちください。
◎追加納品期間
前半の部参加者： 8/8(月)～8/15(月)

※8/9(火)は定休日のため受付不可

後半の部参加者： 8/29(月)～9/4(日)

※8/30(火)は定休日のため受付不可

商品タグ
お送りした値札シールに ①商品番号 ②税込の商品価格 を記入して納品となります。
①商品番号とは・・・納品書の左隅に番号が振ってありますので、該当する番号を記載してください。
追加納品の場合は、連番になるように納品書に手書きで記載してください。
②税込商品価格は十円単位まででお願いします。(1 円単位は NG)
1 点の売価上限金額は税込 6,600 円までとします。

★イベント期間中
・展示スペース／作品展示／ディスプレイについて
展示スペースについては特に制限はございません。
作品の大きさ・点数によりますが、おおよそ 1 人 1 棚となります。
展示場所は店頭テーブル他、入り口付近となります。
展示は当店スタッフにて行います。(展示場所は作品の大きさやテイストにより判断して展示しますので、ご了承くだ
さい。)
・販売について
販売は当店スタッフが行います。(期間中店頭に立っていただくことはありません。)
・ディスプレイお直しについて
開催期間中ディスプレイのお直しは可能です。名札をお渡しするので必ずスタッフにお声掛けください。
※その際納品していない作品を新たに展示や、作品を持ち帰ることの無いようお願いいたします。
※展示場所の下のストッカーは他の作家様の作品も保管している為、許可なく開けないようにお願いします。

★イベント終了後
作品返却
【納品時、店頭持ち込みを選択された方】
下記期間内でご都合の宜しい日に店頭までお越しください。その際簡単なアンケートにご協力いただくため、お時間
に余裕を持ってお越しください。

※店内混雑時はお待ちいただく可能性もございます。ご了承ください。

【納品時、宅配便を選択された方】
返却準備ができた方より順次、返却期間内に作品と売上報告書を一緒に宅配便にてお送りします。
宅配代金は弊社負担にてお送りいたします。
発送完了後、メールにてお知らせいたします。その際、簡単なアンケートも送付させていただきます。
回答後はメールにてお送りください。今後の改善のため、ご協力を何卒お願いいたします。
■ご返却時の破損に関して■
十分に注意して梱包し発送をいたしますが、万が一破損がありました場合はご連絡をお願いいたします。
作品到着後は破損等がないかお早目にご確認をお願いいたします。
◎作品返却・発送期間
前半の部参加者：8/24(水)～8/28(日)
後半の部参加者：9/14(水)～9/18(日)

売上金
売上(税込商品価格)の 70%をお支払いします。
30%を委託料として頂きますので、ご了承ください。

売上金お支払い方法
納品時にご記入いただいた振込先に、上記お支払い金額をお振込みさせていただきます。
【振込期間】

※日にちは前後する可能性がございます。

前半の部参加者：8/29(月)～9/5(月)
後半の部参加者：9/20(火)～9/26(月)
振込完了後、メールにてお知らせいたします。
※集計は間違いの無いように確認しますが、作品返却の際には再度ご確認をお願いいたします。

以上大変お手数おかけいたしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。

何かご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問合せくださいませ。

皆さまの作品をスタッフ一同楽しみにしております!!
～お部屋に小さな物語を～

maruichi 静岡店
電話番号 054-237-4101 FAX 番号 054-237-4103
営業時間 10:00~19:00(火曜定休)
メールアドレス shizuoka@maruichi-kagu.co.jp

